
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 小泉  博 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

   

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」 

           ソングリーダー 吉沢 洋景 

   

◎お客様紹介            会長 入沢 修自 

 卓話講師  多摩市若者会議 委員 高野 義裕様 

                    〃     〃  高木 康裕様 

 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

1) 次年度役員・理事指名委員会より報告 

  指名委員会構成員：田崎ﾊﾟｽﾄ会長、三田ﾊﾟｽﾄ会長、 

  遠藤ﾊﾟｽﾄ会長、吉沢ﾊﾟｽﾄ会長、小泉ﾊﾟｽﾄ会長 

  2020－2021 年度の役員・理事を選任する会議は 

  役員・理事を決定しました。 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

1）2020年度米山奨学生選考委員募集のご案内 

2) 東京南 RCよりクラシックコンサートのご案内 

3）第 111回国際 Rotaryホノルル大会案内(東日観光) 

4）多摩市社会福祉協議会よりお知らせ 

福祉フェスタ、第 2回歳末助け合い、ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会 

★千葉台風 15号被災者救援金のお願い 

善意のご寄附へのご協力ありがとうござます。 

★多摩東 G、ＩＭ(11月 11日)登録料を徴収します。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他   

★次年度役員・理事候補 指名委員会委員長 小泉 博 

会  長：峯岸 忠   

直前会長：入沢 修二  

会長エレクト：杉山 真  

副会長：萩生田 政由 

幹 事：守田 亨 

会 計：大槻 一夫 

S A A : 林田 敏誠 

理  事：初野 有人 

理  事：小泉 博 

 

 

 

 

 

 

★千葉台風 15号救援金お願い R財団委員会 森本由美 

  全 34地区で集められた支援金は現地に送金されます 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

 

会員総数                28名 

出席義務免除者           6名 

出席者数 出席義務者           14名 

出席免除者        6名                                    

計                 20名 

 

出席率    20/28  = ７１.４３％ 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

入沢 修自 キンモクセイが咲いています。 

      本日、お客様卓話よろしくお願いします。 

田﨑 博実 今日も一日ガンバロウ！ 

萩生田政由 多摩市若者会議代表高野様卓話楽しみ 

      です。宜しくお願い致します。 

小泉  博 皆さんいい天気で何よりです。 

伊澤ケイ子 峯岸さん福岡さんおめでとうござい 

ます。 

 峯岸  忠 久しぶりです。菊が忙しくて！ 

       ガンバリます。 

 守田  亨 高野様高木様ようこそお越し下さい 

ました。 

       高野様、卓話よろしくお願い致します。 

 菊池  敏 今日一日の晴！楽しみましょう！ 

       高野様卓話よろしくお願いいたします。 

 福岡  均 お客様ようこそ！ 

 遠藤 二郎 お客様ようこそ。 

 森本 由美 即位の礼は荘厳でしたね。 

       「おことば」の後の虹にも特別な日を 

       感じました。バンザイ！！ 

 三田みよ子 峯岸さん福岡さんおめでとうござい 

ます。 

 吉沢 洋景 令和の天皇様の即位 万歳。 

 村上  久 久しぶりに秋晴れですね。 

足立潤三郎 即位の礼 正殿の儀おめでとうござい 

ます。 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 

事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 

TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメールtamagrc@tamagrc.join-us.jp 

    

会長 入沢 修自  幹事 田﨑 博実  会報・記録委員長 守田 亨 

副委員長 大松誠二 委員 関岡俊二 森本由美 堤 香苗 宮本 誠 

菊池 敏 福岡 均  HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/        
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 初野 有人 お客様ようこそいらっしゃいました。 

本日の合計￥１７，０００（累計￥２６５，００３  

 

 

◎会員表彰           会長 入沢 修自 

          

峯岸 忠会員 第３回マルチプルポールハリスフェロー 

 

福岡 均会員    ポールハリスソサエティ 

入沢 修自会長  ポールハリスソサエティ 

入沢会長もポールハリスソサエティ入会(PHS)されまし

たが、ご自身で発表を躊躇されました。ＰＨＳ入会の

方には認証と襟ピンが授与されました。 

 

◎卓話者紹介         会長 入沢 修自 

   

◎卓話 多摩市若者会議  

実行委員 高野義裕 様 高木康弘 様 

組織が設立してから 3年目にはいりました。 

活動プロセスは、アイデア ＞ 企画立案 ＞ 活動 

活動資金はクラウドファンディングを通じて 215万円 

メンバー構成は平均年令 27 才。メンバーの居住地は 

70％が多摩市外。その中で 70％は大学生。 

メンバーの構成がこのようになった理由のひとつは 

ファシリテーターの林田さんが有名な方で学びたい方

が集まった事も起因すると思います。 

会議開催は毎週(金・土)と Café の開店にて親睦など 

様々な意見をかわしながら楽しく活動しています。 

 Michi Café  ( Michi= 道、未知の意味を込めて ) 

この会議に参加した理由は子育てを、と考えて多摩市

に戻ってきましたが、期待はずれが否めない。そこで 

子供たちに多摩市のいいものを残しておきたいとの思

いがあり、参加しました。 

  
 

 
 

 

これは単に大学生活に起因するだけではない。 

30代子育て世代の転入・転出にもへだたりがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Michi Caféは鎌倉街道沿いの地下空間にて開店。 

B) Googleストリートビューとの協力で企画中 

C) サッカーのパブリックビューイングの企画中 

D) イベント用屋台を制作。コーヒーの提供ができる 

E) 若者の活動拠点としてのコンセプトを最優先に 

今後は多摩市行政では出来ない事を協力して行きたい 

と考えておりますので、宜しくお願い致します。 

 

◎お礼と閉会点鐘       会長 入沢 修自 

【 編集後記 】        （今週の担当 森本 由美） 

確認メール（リマインダー）について 

炉辺会議、委員会、イベント等のお知らせを受信送信 

する事が多い時期と思います。ところでスケジュール

管理ミス、失念などを防ぐ目的と共にご担当者の準備

としての意味合いもありますので、リマインダー(確認) 

を受信した旨の連絡、返信は必要です。 

簡潔なメールでも「ご確認いただけますでしょうか」

などの疑問文は柔らかな印象になるのでいいかも知れ

ませんね。 

若
者
に
魅
力
あ
る
地
域
を
目
指
す 

地域課題について、20才～24才人口

は増えているが25才～29才人口は減

っている。数年間の統計によるもので

あり、一時的な数値ではない。 


